
＜本事業の目的＞

タイあるいは日本の獣医学・文化・社会を学習し、

体験することによって、

１．アジア全体を俯瞰できるグローバルな発想・思考力と

英語でのコミュニケーション能力

２．獣医学の専門家として国際的に通用する知識と技能

を有する獣医師、獣医学教育者および研究者の養成を目指す1

2021年度
タイ王国カセサート大学
単位互換プログラム
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タイはASEANのリーダー的存在
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カセサート大学への派遣と受入
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●家畜（ニワトリ、ブタなど）の臨床 ●エキゾチックアニマル
●一次（外来）診療の充実 ●薬草学、魚病学、魚類繁殖学など
独特科目

カセサート大学 獣医学部の特色

年度 タイの大学 酪農学園大学 学生の交換
（交流）人数

期間

2018 From KU To RGU 5 3 months

To KU From RGU 1 3 months

2019 From KU To RGU 5 3 months

To KU From RGU 5 3 months

2020
※コロナ感染拡大防止策
により代替案のセミ
ナー・交流会の実施

Attendance from KU 2 国際カンファレンス、

web交流会、onlineセミ

ナーの参加・プレゼン

テーション等約３か月

Attendance from RGU 7



基礎系

病院

大動物

大動物

実習後にプレゼンテーション

カセサート大学での実習風景

タイ人学生と一緒にローテーション

使用言語は英語
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カセサート大学での実習例（２０１9年度）



カセサート大での履修科目を酪農科目と単位互換

生産動物医療専修コース
クリニカルローテーショ
ン

５単位

病院実習専修コース １単位

伴侶動物医療専修コース
クリニカルローテーショ
ン

５単位

病院実習専修コース １単位

病院実習専修コース １単位

衛生環境学演習 ２単位

衛生環境学特論 ２単位

衛生環境学実習 ２単位

【生産動物医療専修コース所属学生】

【伴侶動物医療専修コース所属学生】
病院実習専修コース １単位

生体機能学演習 ２単位

生体機能学特論 ２単位

生体機能学実習 ２単位

【衛生環境学専修コース所属学生】

【生体機能専修コース所属学生】

カセサート大学で全ての科目に合格すると以
下の科目の単位を取得することができます。

【感染病理学専修コース所属学生】

病院実習専修コース １単位

感染病理学演習 ２単位

感染病理学特論 ２単位

感染病理学実習 ２単位
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★帰国後、12月以降のユニット活動・講義には出席することが大前提！



＜基本事項＞
• 派遣対象：2021年度5年次５名
• 派遣期間：9月〜12月
• 奨学金：7万円/月× 3ヶ月分＝21万円支給（予定）

(約５名。JASSOの定める成績評価係数：2.3以上）

＜費用＞約 45 万円（渡航費含む 3 カ月分の生活費等。娯楽費等除く）
内訳：渡航前専門英語講座受講料 6 千円〜8 千円、航空券（往復）15 万円、

学生ビザ取得 1 万円、各種予防接種 6〜7 万円、
海外旅行傷害保険（3 カ月）2.5 万円、食費（1 食）100〜200 円、
寮費 6 万円、光熱費 5 千円程度、自転車・長靴等デポジット 1 万円、
ユニフォーム（制服・実習着各 2 セット）8 千円、通信費 3 千円、等

＜報告書＞
• 週間レポート、月間レポート（写真付き）を定期的に提出する。

※提出された報告書はとりまとめてホームページ等に配信します。

＜注意事項＞
• 大学及びその500m周辺は法律により飲酒は禁止
• タイ留学期間中の国外旅行および無断外泊は禁止

7



支給額：7万円×３カ月

奨学金支給条件：

(「S・A」の単位数×３) ＋(「B」の単位数×２) ＋(「C」の単位
数×１) ＋
(「D・✕」の単位数×０) ÷総登録単位数≧２．３

※JASSOの定める成績評価係数２．３以上。
※概ね５名とする。
※毎月の受領確認、出発前・帰国後に学習成果報告書を提出すること。
※家計基準により自費のみでの派遣プログラムへの参加が困難な者である
ことが確認された者も対象とする。

独立行政法人日本学生支援機構
(JASSO)の奨学金支給基準：成績

参
考
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事前準備
パスポート
 各自で取得すること。（１～２週間程度かかります）
 既取得者は有効期限を確認しておくこと。

ビザ
 在京タイ王国大使館にタイにてまとめて代理申請します。
（シングルエントリー、９０００円）

海外旅行保険
 全員指定したものに加入すること。※危機管理保険については大学の負担で加入。

予防接種（早めに始める）
 各自出発までに予防接種（A型肝炎、B型肝炎、破傷風+狂犬病、）を済ませておくこと。

事前学習会
 出発まで随時開催される事前学習会、専門英語講座（有料）に参加すること。

※VISAの申請や海外旅行保険の加入など各種事務手続きも学習会の際に行います。
 タイについて危険情報、感染症状況等を調べておく。

検索→「外務省 海外安全ホームページ タイ」
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事前準備
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●獣医専門英会話講座（必須）●
期 間： 2021年 ６月初旬〜７月下旬 （全8回）
定 員： 15名
講 師： サザンクロス（株）より派遣される外国人講師
受講料： 受講人数によって変動します

（参考：過去の自己負担額は6000-8000円）

●TOEIC-IP（会場又はオンライン）試験（渡航前）●
2020年実施日：１月１６日（土）（会場）

２月１３日〜２６日（オンライン）
５月１５日（土）（会場）、６月１２日（土）

申し込み先：会場→生協書籍店（試験前日締切）
オンライン→国際交流課（試験日約1週間前締切）

受験料：2,314円（会場）、2,230円（オンライン）
※帰国後にもTOEIC-IP（会場又はオンライン）を受験し、渡航前の成績と
比較すること。
※２年以内のTOEICスコアを持っている学生は渡航前に受験する必要はあり
ません。



月

2021年度 タイ・カセサート大学単位互換プログラム（派遣）
渡航前スケジュール

1月08日 説明会（CBTトライアル後）

1月16日 TOEIC-IPテスト・・・申し込み締め切り 1月15日

2月12日 応募締切（必要書類を国際交流課へ提出）

2月下旬 面接

合格発表 （メールにて合否通知）

5月上旬 第1回事前学習会（概要説明、準備について）

6月上旬 第2回事前学習会（VISA申請書類作成、海外旅行保険等）

7月上旬 第3回事前学習会（奨学金申請、パスポート回収等）

8月上旬 第4回事前学習会（保険加入等）

9月下旬 出発、プログラム開始

12月下旬 プログラム終了、帰国

12月～1月 学内帰国報告会 11



申請方法
新５年生５名を募集

①海外留学・
研修プログラム
参加申込書

②留学に関する
誓約書

④英語能力を証明できる書類のコピー
（過去2年以内のもの。無ければ1/16のTOEIC-IP試験を

受験すること）

応募期間：１月８日（水）～２月１２日（金）
提出書類：国際交流課へ提出。

書類は国際交流課にて配布または課のホームページ
（https://exc.rakuno.ac.jp/international.html）まで。

連絡先 ：国際交流課 rg-iad@rakuno.ac.jp
カセサート単位互換プログラム kurgu@rakuno.ac.jp

③留学に関する推薦書

⑤パスポートのコピー
（未取得であれば 6 月中に

提出でも可）



【募集要項，プログラム概要スライド】

•検索「酪農学園大学社会連携センター」

→国際交流

→留学プログラム

→募集要項（タイ王国獣医学部留学生募集要項）

【応募書類】

•国際交流

→様式ダウンロード

→カセサート大学申込書一式
13

応募書類



海外旅行保険
必ず加入すること
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予防接種

予防接種の種類によっては、数回接種する必要のあるものもあります。
派遣が決まった学生は、接種するワクチンの種類と接種日程を確認し接種してく
ださい。
A型肝炎（２回）、狂犬病（２回）、破傷風（２回）で４５，０００円程度です
（市立札幌病院）。
※全て2回ずつ行った場合６４，０００程度。
◎市立札幌病院 受付日時（月・水 13:00～15:00） 内科外来
◎さっぽろ内科クリニック 月～金 １０：００～１４：００、１６：００～
２０：００
※狂犬病ワクチンは要事前連絡 15


